
運転免許更新時講習
■優良運転者（30分）
○日時　12 月 19 日（木）18 時～
○場所　文化ホール
※事前に警察署での手続きが必要
です。

11/15
2019

【問い合わせ】会計課収納係（窓口④）☎ 65－ 2144

○主催　奈井江町租税教育推進懇話会
○展示場所　みなクル交流サロン
○展示期間　11 月 24日（日）まで

奈井江小学校から出展された 33点を展示しています。

○募集戸数
　瑞穂団地　1戸
　（2LDK：世帯向け）
　高島団地　1戸
　（3LDK：世帯向け）
○募集期間　11 月 15 日（金）～
　11 月 29 日（金）まで
○その他　申込要件等詳細は、本
日付の町内回覧文書又は町ホー
ムページにてご確認ください。
○申込み・問い合わせ
　建設環境課建築公住係（窓口⑦）
　☎ 65 － 2116

　町では農村地区等の水洗化を進
めるため、合併処理浄化槽の設置
事業を行っています。
　来年度に新築予定のある方や、
既存住宅に設置を希望される方は
下記までお申し込み下さい。
※トイレ内部の改修に係る費用
を金融機関より無利子で融資
を受けられる制度もあります
ので、ご相談ください。
○受付期間　12月 13 日（金）から
○申込み　建設環境課土木管理
係（窓口⑨）　☎ 65 － 2116

　町では水道料金・下水道使用料
の減免制度を設けています。
○申請対象者 
･ 生活保護世帯
・ひとり親世帯（父子世帯含む）
・70 歳以上の老人世帯

･身体障がいの程度が 1級の方の
収入により生計を維持してい
る世帯

○条件　前年の所得税の課税額が
10 万円以下の世帯

○減免額　水道料金・下水道使用
料それぞれの基本料金から次
の額が減額されます。

　水道料金　　　216 円
　下水道使用料　220 円
○申込み・問い合わせ先　
　建設環境課都市環境係（窓口⑧）
　　　　　　　　☎ 65 － 2116

　国税に関する一般相談は、「電
話相談センター」や「国税庁ホー
ムページ」をご活用下さい。
　「電話相談センター」や「国税
庁ホームページ」を活用してもな
お解決できない相談については、
電話等で相談日時の「事前予約」
をしていただいた上で、来署して
いただきますようお願いいたしま
す。
○電話による問い合わせ
　滝川税務署　☎ 22 － 2191
※自動音声で次の番号を選択
・一般相談は、「1」
　⇒電話相談センター（国税局職
　　員）につながります。
・個別相談の予約は、「2」
　⇒滝川税務署につながります。
・消費税の軽減税率制度の相談は、
　「3」
　⇒専門の職員につながります。

　11（いい）月 30（みらい）日は「年

金の日」です。
　厚生労働省では、「国民お一人お
一人、「ねんきんネット」等を活用し
ながら、高齢期の生活設計に思いを
巡らしていただく日」として、11
月 30 日を「年金の日」としました。
　この機会に、「ねんきん定期便」
や「ねんきんネット」で、ご自身の
年金記録と年金受給見込額を確認
し、未来の生活設計について考え
てみませんか。
　「ねんきんネット」を利用すると、
いつでも自分の年金記録の確認や
将来の受給見込額を様々なパター
ンで試算できます。
　「ねんきんネット」については、
日本年金機構のホームページでご
確認いただくか、砂川年金事務所
にお問い合わせください。
○問い合わせ
　砂川年金事務所☎ 52 － 2144

　労働保険とは、労災保険と雇用
保険の総称で、労働者の生活の安
定、福祉の増進等を図ることを目
的に、国が直接管理運営している
保険です。農林水産業の一部を除
き、労働者を一人でも雇用する事
業については、法人・個人を問わ
ず加入が義務づけられています。
　厚生労働省では、11 月を「労働
保険適用促進強化期間」とし、労
働保険制度のより一層の理解、周
知を図ってます。労働者が安心し
て働ける職場となるよう、未加入
の事業主は、速やかに最寄りのハ
ローワークにご相談ください。
○問い合わせ　ハローワーク砂川
　☎ 54 － 3147

労働保険適用促進強化期間

水道料金
      下水道使用料の減免

合併処理浄化槽の設置

町営住宅入居（瑞穂・高島）
の一般公募について

11月 30日は「年金の日」

滝川税務署からの
お願い



日 月 火 水 木 金 土

１ 2 3 4 5 6 7
内科
方波見医院
☎ 65 － 2016

歯科（滝川市）
みやこし歯科
診療所
☎ 75 － 5330

家族介護を語
ろう会（保セ）
13 時～
対象：町民

行政相談・心
配ごと相談・
介護保険住民
相談（文ホ）
9 時～ 12 時

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

移動図書
（住電精密）
12 時～

8 9 10 11 12 13 14
内科
町立国保病院

歯科（上砂川町）
東鶉歯科診療
所
☎ 62 － 3368

ひまわりクラブ
（南町コミュ
ニティ会館）
10 時 00 分～
11 時 30 分
対象：65 歳以
上の町民

行政相談・心
配ごと相談・
介護保険住民
相談（文ホ）
9 時～ 12 時

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

乳児健診・ブッ
クスタート
（保セ）
受付：12 時 45 分
～ 13 時 30 分
対象：3、4、6、7、
９、10 ヶ月の児

15 16 17 18 19 20 21
内科
町立国保病院

歯科（芦別市）
おおさき歯科
☎（0124）
　23 － 0648

いきいきチェ
アビクス教室
（保セ）
10 時～

なかよし広場
（子セ）
10 時３０分～

無料弁護士相談
（文ホ）13 時
30 分～ 15 時
30 分

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

移動図書
（健寿苑・やす
らぎの家）
13 時 30 分～

移動図書
（住電精密）
12 時～

クリスマスおた
のしみ会（図）
13 時 30 分～

22 23 24 25 26 27 28
内科
町立国保病院

歯科（砂川市）
森歯科医院
☎ 52 － 2789

移動図書
（南町・東町
児童館）
13 時 30 分～

移動図書
（北町児童館）
13 時 30 分～

移動図書
（健寿苑・やす
らぎの家）
13 時 30 分～

移動図書
（向ヶ丘生活
館）
10 時～

29 30 31
内科
町立国保病院

歯科（北竜町）
北竜町立歯科
診療所
☎（0164）
　34 － 2656

☆東町児童館 クリスマス会 12 月 22 日（日）
☆南町児童館 クリスマス会とスノーランタン作り
     12 月 21 日（土）
☆北町児童館 クリスマス会 12 月 22 日（日）

12 月 行 事 予 定 

年末年始の窓口業務
や公共施設の休館
などの詳細について
は、広報 12月号に掲
載します。

（役）役場代表 ☎ 65 － 2111
（図）図書館・公民館 ☎ 65 － 5311
（文ホ）文化ホール ☎ 65 － 6066
（保セ）保健センター ☎ 65 － 2131
（病）国保病院 ☎ 65 － 2221
（子セ）子育て支援センター ☎ 74 － 6117
みなクル ☎ 74 － 5574

【毎週水・金曜日】
健康運動フロア（保健センター）
対象：20 歳以上の町民

受付： 9時30分～17時（水曜日）
  9時30分～12時（金曜日）


